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１ 本市の財政状況 

（1） 財政の現状 

本市は、これまで高齢化の進展に伴い伸び続ける社会保障

関係経費に適切に対応するとともに、市民の安心・安全に係

る事業や秦野のさらなる発展につながる施策を着実に実施す

るため、職員給与費を中心とした人件費や各種補助金の削減、

投資的経費の圧縮などの歳出抑制を行うとともに、普通交付

税の代替財源である臨時財政対策債の借入れ、財政調整基金

の取崩し、財産の売払いなどにより歳入の確保に努めてきま

した。 

しかし、平成２０年秋からの世界同時不況に端を発した長

引く景気低迷の影響により、歳入の根幹である市税収入が大

幅に落ち込んだ結果、平成２１年度からは、臨時財政対策債

に加えて、国から交付される普通交付税に頼らなければ、標

準的な行政サービスが提供できない厳しい財政状況となって

います。 

また、平成２２年度決算における臨時財政対策債を除いた

経常収支比率は１０１パーセントと、市税などの経常的収入

で経常的経費を賄えない状態にあること、さらに財政力の強

弱を示す指数である財政力指数は０．９１５と県内１６市中、

低い方から数えて４番目であり、決して財政基盤の強い団体

ではありません。このようなことから、高齢化の進展により、

今後も社会保障関係経費の増加が見込まれる状況において、

総合計画に裏付けのない予算要求や歳入とのバランスを欠い

た過大な予算要求は、将来の財政運営に支障を来たし、急激

なサービスの低下を招くおそれがあります。また、国の政策

によって左右される面が大きい不安定な財源である普通交付

税や臨時財政対策債に頼っている現下の状況からも、引き続

き、安定した市民サービスを提供していくためには、歳入の

確保には最大限の努力を払いつつも、無理のない堅実な財政

運営が必要です。 
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（2） 平成２４年度の財政見通し 

（歳入の見通し） 

平成２４年度は、景気の持ち直しが期待されるものの、東

日本大震災による電力需給の制約、デフレ、円高の影響や海

外景気の影響により前年度に比べ、法人市民税が１億８千万

円の減、評価替えに伴い固定資産税が１億８千万円の減が見

込まれることなどにより、市税全体では、前年度に比べ約２

億５千万円減の約２３２億円を見込んでいます。この額は、

世界同時不況前の２０年度当初予算（約２５８億円）と比べ

ると、約２６億円の減となっています。 

そのため、国から交付される普通交付税の代替財源として

やむを得ず借り入れている臨時財政対策債を、前年度から 

３．３パーセント縮減した２０億７千万円発行し、かつ、普

通交付税を１億８千万円増の１８億円計上しても、歳入のう

ち一般財源は、前年度に比べ、約５億５千万円下回る見込み

です。 

（歳出の見通し） 

市債発行の抑制基調を反映して、公債費が約８千万円の減、

また、退職手当の増に対し、職員退職給与準備基金を取り崩

すことにより職員給与費が約１億６千万円の減となるものの、

高齢化の進展により、介護、医療などの扶助費と各保険事業

特別会計への繰出金が合わせて約２億２千万円の増、さらに、

総合計画に計上した平成２４年度の建設事業費も３億９千万

円の増が見込まれることから、前年度と同規模の業務運営費

を確保しようとする場合は、歳出のうちの一般財源は、前年

度に比べ、約３億１千万円上回る見込みです。 

 

以上のような、歳入、歳出の見通しから、平成２３年度か

らスタートしたはだの行革推進プランに掲げた改革項目を確

実に実施したとしても、平成２４年度の一般財源は、約８億

６千万円不足する見込みです。 

 



 

- 3 - 

○平成２４年度歳入・歳出の見通し（一般財源ベース） 

 
区   分 

23 年度当初 

（Ａ） 

24 年度見込 

（Ｂ） 

増 減 

（Ｂ－Ａ） 

歳 

入 
一般財源の額 306.6 億円 301.1 億円  △5.5 億円 

職員給与費 82.9 億円 81.3 億円 △1.6 億円 

扶 助 費 30.6 億円 31.3 億円 ＋0.7 億円 

公 債 費 42.6 億円 41.8 億円 △0.8 億円 

繰 出 金 58.6 億円 60.1 億円 ＋1.5 億円 

二市組合分担金 10.6 億円 10.0 億円 △0.6 億円 

建設事業費 15.8 億円 19.7 億円 ＋3.9 億円 

その他 3.7 億円 3.7 億円 0 億円 

歳 

 

 

出 

業務運営費 61.8 億円 左と同額 0 億円 

計 306.6 億円 309.7 億円 ＋3.1 億円 

歳入－歳出 0 億円 △8.6 億円 △8.6 億円 

※平成 23 年 10 月 1 日現在 
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（3） 総合計画前期基本計画期間中(平成 23～27 年度)の財政見

通し 

平成２７年度までの財政見通し（財政推計）でも、歳入の

根幹である市税収入や国からの交付金は、ほぼ横ばいの状況

であり、歳入の伸びは期待できません。 

その一方、歳出では、高齢化の進展や長引く景気低迷を背

景に、生活保護費等の扶助費や国民健康保険事業、後期高齢

者医療事業、介護保険事業など特別会計への繰出金が、毎年

億円単位で伸び続けていること。また、１０億円規模の高水

準で続いている退職手当などを考えると、ひとつ計画性を失

えば、深刻な財源不足に直面すると予測しています。 

また、平成２３年度から２７年度までを計画期間とする総

合計画前期基本計画は、前基本計画と同様に財源の裏付けを

持った計画ですが、これは、行革推進プランの実行を前提条

件にしています。 

改革項目として掲げた未収金対策の強化を始め、補助金・

交付金の見直し、市有財産の有効活用、受益者負担の適正化

などにより、平成２３年度から２７年度までの５年間で、 

４０億円の改革効果額を生み出す目標を立てています。 

これらの改革項目は、総合計画を着実に推進していくため、

そして、平成２５年度以降の財政運営に支障を来たすことの

ないよう、２４年度予算においても、確実に実行していかな

ければなりません。 

 

以上のように、今後も厳しい財政状況が続くものと見込ま

れますが、いかなる状況においても、しっかりとした財政対

応力を維持しつつ、引き続き、市民の安心・安全に係る事業

や秦野のさらなる発展につながる施策を着実に実施していく

ものとします。 
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２ 予算編成に当たっての考え方 

前述の本市の財政の現状と将来の見通しを踏まえたうえで、

次の３点を、平成２４年度予算の編成に当たっての基本的な考

え方とします。 

（1）財源の拡大と有効活用 

歳入の確保に最大限努力した上で、その限られた財源を最

大限有効に活用するため、各部等においては、主体的な事業

見直しを徹底し、総合計画に盛り込まれた事業であっても、

その事業内容を精査するとともに、事業の目指す姿の達成に

向けて、今まで以上に創意工夫を凝らし、効果的・効率的な

手法を選択し実施することとします。 

 

（2）財政健全化の推進 

平成２２年度末の一般会計市債残高は、約３５５億円で前

年度に比べて約７億円の減額となりました。しかし、公債費

の構成比は１０.４パーセントと、依然として本市の財政規

模に占める割合が高く、財政運営を圧迫しています。今後、

生産年齢人口の減少と社会保障関係経費の増加が予測される

状況において、将来世代の財政の自由度を確保するためにも、

プライマリーバランスの黒字を堅持し、市債残高を縮減して

いくこととします。また、公的資金補償金免除繰上償還や無

利子貸付金の制度も積極的に活用し、公債費負担の軽減に努

めるなど、財政の健全化を一層推進することとします。 

 

(3) 財政対応力の確保 

安定した行政サービスを提供するためには、大幅な歳入減

や臨時突発的な財政需要などにも柔軟に対応できるよう、適

正な財政調整基金や実質収支の黒字を確保しておかなければ

なりません。したがって、伸び続ける社会保障関係経費につ

いては、原則として行革により対応することとし、財政調整

基金による安易な財源補填は行わないなど、不測の事態への

財政対応力を確保した予算編成を行うこととします。 
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３  予算編成での基本方針 

前述の予算編成に当たっての考え方を踏まえ、市役所の各部

等が予算編成に取り組む際の基本方針を、次のとおりとします。 

 

（1） 総合計画前期基本計画の推進 

平成２４年度は、「総合計画前期基本計画（平成２３～ 

２７年度）」を踏まえた予算編成の２年度目となります。 

本市の総合計画は、実施年度、財源及び事業内容を示した、

より具体的な計画です。 

各部等においては、市のまちづくりの方向性を示した総合

計画の着実な推進を図ること。ただし、総合計画に計上した

事業であっても、国の復興財源確保による国庫補助金の減額

も予想されるため、事業費を再度精査し、必要最小限の経費

で見積りを行うとともに、計画にない新たな特定財源の獲得

にも積極的に取り組むこととします。 

 

（2） 行革推進プランの確実な実行と行政評価結果の反映 

総合計画に盛り込まれる各種の事業を着実に実施していく

ためには、行革推進プランの確実な実行により、５年間で 

４０億円の改革効果額を生み出すことが必要不可欠な前提条

件となっています。各部等においては、行革推進プランに掲

げた歳入確保あるいは歳出削減等の改革項目を反映していな

い予算要求は行わないこととします。 

また、行政評価結果を踏まえて決定した市の方針について

は、平成２４年度予算に確実に反映することとします。 

 

（3） 東日本大震災等による新たな課題への対応 

去る３月１１日に発生した東日本大震災の被災状況によっ

て明らかとなった課題に対応する取組みや、リーマンショッ

ク以来、低迷を続ける経済状況、あるいは、日々刻々と変化

する社会情勢の中で新たに生じた課題にも的確かつ機動的に

対応することとします。 
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４  予算編成の基本的注意事項（財源確保方針） 

平成２４年度予算は、前述の基本方針のもとに編成しますが、

各部等においては、行革推進プランや公共施設再配置計画に掲

げた財産の有効活用や受益者負担の適正化といった改革項目の

実行のほか、次に示す財源確保方針に注意し、予算見積りを行

ってください。 

なお、平成２４年度予算の編成に当たっては、一般財源見込

額に基づき、扶助費などの義務的経費や各特別会計への繰出金

のほか建設事業費は、総合計画に係る財政推計値をそれぞれ上

限とし、業務運営費については、対前年度５％削減の目標（一

般財源ベース）を設定します。予算要求は、この範囲内で行う

こととし、税外収入の確保など、新たな特定財源の計上や、い

わゆる「ゼロ予算事業」の拡大などにより対応することとしま

す。 

    

    

（1） 歳入増収策 

アアアア    市税市税市税市税についてについてについてについて    

総合計画や行革推進プランに定めた徴収率の目標達成に

向けて、最善の努力を払うことを前提に、課税客体の完全

な捕そくと課税の適正化に努めながら、積極的かつ的確な

収入見込み額を見積もること。特に、滞納に対しては、現

年課税分への早期対応、滞納繰越分については、厳正な滞

納整理手法による徴収努力を尽くした見積額とすること。 

なお、市税以外の金銭の給付に係る本市の債権について

も、同様に適正に管理し、収入確保を図ること。 

イイイイ    使用料及使用料及使用料及使用料及びびびび手数料手数料手数料手数料についてについてについてについて    

使用料や手数料の金額は、利用者の問題だけではなく、

非利用者の税負担との問題でもあります。行政サービスの

コスト等を正確に把握するとともに、受益と負担の明確化

の観点から、適正な水準へ改定すること。また、施設利用

率の向上、収納率の改善など、目標額を定めたうえで、積
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極的かつ具体的な増収策を検討すること。 

なお、減免制度が正しく運用されているか、その基準が

適正であるか、改めて検討すること。 

ウウウウ    財産収入財産収入財産収入財産収入についてについてについてについて    

本市が所有する財産や権利などの現況を的確に把握し、

効率的に活用するとともに、財産貸付料の適正化を図るこ

と。特に、遊休地などの未利用財産のうち、早期に事業化

が見込めない土地については、積極的に処分し、あるいは

貸し付けるなど、必ず何らかの収入を確保するよう努める

こと。 

エエエエ        貸付金元金収入貸付金元金収入貸付金元金収入貸付金元金収入についてについてについてについて    

負担の公平性を確保する観点から、貸付金については返

納率の向上に向けて積極的に取り組むこと。 

オオオオ    そのそのそのその他他他他のののの歳入歳入歳入歳入についてについてについてについて    

広告事業収入や刊行物売却代については、各部等が創意

工夫を図ることにより、積極的な財源確保を図ること。 

また、歳入全般を、きめ細かく洗い直すことにより、既

成概念にとらわれることなく、可能な限りの財源を確保す

ること。 

（2） 歳出削減策 

アアアア    人件費人件費人件費人件費についてについてについてについて    

今後、市民に新たな負担を求めていく前提には、市民の

理解と信頼を得るための努力が欠かせません。歳入の減に

よる市民サービスの低下が避けられない現状を考慮し、給

与制度及び組織の見直しや人員の適正化が必要であるとの

認識に立って、人件費の削減を行うよう取り組むこと。 

また、定数外の再任用職員の採用については、監査委員

の決算審査意見でも速やかな改善を求められているところ

であり、関係部署と業務量や勤務形態等についての調整を

図り、その必要性を十分に精査すること。 

イイイイ    臨時職員臨時職員臨時職員臨時職員のののの任用任用任用任用についてについてについてについて    

必要最小限の人員及び期間とし、新たな任用は極力見合わ
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せること。 

ウウウウ    物件費物件費物件費物件費についについについについてててて    

節減合理化を継続し、前年度の実績などによる安易な計

上は厳に慎み、徹底した見直しを行うこと。 

（（（（ｱｱｱｱ））））    需用費需用費需用費需用費    

事務に使用する物品などの購入は極力見合わせること

とし、購入する場合には、補助事業を最大限に活用する

こと。また、光熱水費及び燃料費は、節減目標額を定め、

抑制すること。 

（（（（ｲｲｲｲ））））    委託料委託料委託料委託料    

徹底した節減合理化を図り、現行単価の据え置き、減

額に努めること。また、指定管理者制度やＮＰＯなどの

活用に当たっては、そのメリットなど原点に立った検証

を十分に行うこと。 

エエエエ        扶助費扶助費扶助費扶助費についてについてについてについて    

各種の市単制度については、社会経済情勢の変化、国の

制度との整合性、受益と負担の公平性などに照らして妥当

な制度であるか、将来にわたって持続可能な制度であるか

など、本市財政の現状と将来の見通しを踏まえた十分な検

討及び見直しを加えたうえで要求すること。 

オオオオ    施設施設施設施設のののの維持管理費維持管理費維持管理費維持管理費にににについてついてついてついて    

各施設の所管課は、全庁的視野に立って公共施設再配置

計画の実行・前倒しに積極的に取り組み、人件費を含めた

各施設の維持管理費を削減すること。 

また、特に公共施設の再配置に関する方針に定める更新

優先度の低い施設の所管課は、更新優先度の高い施設の更

新及び管理運営するための財源を生み出すため、近隣施設

での機能補完を第一に検討するとともに、維持管理費を計

上する場合であっても、その費用対効果を客観的に比較・

検証した上で、必要最小限の経費を計上すること。 

カカカカ        補助金補助金補助金補助金・・・・交付金交付金交付金交付金についてについてについてについて    

本市の厳しい財政状況を踏まえ、積極的に削減・廃止を
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図るとともに、必ず終期を設定すること。 

団体補助については、市補助金の充当事業や団体の財務

状況の調査・検証を行うとともに、団体の自主・自立を促

進するためのプログラムを作成し、必ず終期を設定したう

えで要求をすること。 

また、受益と負担の適正化の観点から、市税などを滞納

している人については、原則として、交付を制限すること。 

なお、市補助金により余剰金が生じているにもかかわら

ず、適正な補助単価等への見直しが図られていない補助金

については、原則として要求を認めない。 

キキキキ        貸付金貸付金貸付金貸付金についてについてについてについて    

必要性、貸付効果などを十分に検証し、必要最低限の金

額とするとともに、必要に応じ適正な利子を設定すること。 

クククク        各種協議会負担金各種協議会負担金各種協議会負担金各種協議会負担金についてについてについてについて    

加入の必要性を十分に検討し、メリットが説明できない

ものは脱会するなど、整理合理化を図ること。 

        ケケケケ    環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮についてについてについてについて    

    深刻化する地球温暖化等の環境対策の一環として、グリ

ーン購入や新エネルギーを活用した省エネ機器への更新な

ど、より環境に配慮した予算見積り・要求に努めること。 

ココココ        特別会計特別会計特別会計特別会計についてについてについてについて    

一般会計との負担区分を明らかにし、財源不足を単に一

般会計に依存することなく、自主・自立の面から事業運営

方法などを抜本的に見直すこと。また、公平性の観点から、

収入に応じた負担を適正に求めるなど、自己財源を積極的

に確保するとともに、徹底した経営努力による経費の節減

と運営の合理化により、一般会計からの繰出金を削減する

こと。 

ココココ        そのそのそのその他他他他のののの歳出歳出歳出歳出についてについてについてについて    

前年度予算計上額以下に抑えることを基本とし、増額す

る場合は、特定財源の確保、または、それに見合った一般

財源ベースの事業費を減額し、必要な財源を確保すること。 
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（3） その他の注意事項 

アアアア        市民市民市民市民及及及及びびびび議会議会議会議会からのからのからのからの指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項についてについてについてについて    

市民及び議会からの指摘事項については、部内及び関係

部課と十分協議、調整のうえ予算要求すること。特に、決

算審議における指摘事項については、早急に検討すること。 

イイイイ        監査委員監査委員監査委員監査委員からのからのからのからの意見意見意見意見、、、、要望要望要望要望についてについてについてについて    

決算審査意見書に記載された監査委員からの意見、要望

に該当する事項については、再確認すること。 

ウウウウ        市民生活市民生活市民生活市民生活におけるにおけるにおけるにおける影響影響影響影響へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮についてについてについてについて    

市民生活に与える影響に特に配慮が必要な事業について

は、たとえ少額なものであっても、きめ細かな配慮を行うこと。 

エエエエ        国国国国・・・・県県県県補助金補助金補助金補助金のののの活用活用活用活用についてについてについてについて    

国・県の補助金を活用するため、各省庁の動向などを積

極的に把握し、柔軟かつ的確に予算編成に反映すること。 

オオオオ    複数部門複数部門複数部門複数部門でででで調整調整調整調整をををを要要要要するするするする事業事業事業事業についてについてについてについて    

横断的に連携し、予算執行段階で支障を来さないよう、

各部等の連携により必要な経費を漏れなく見積もること。 

カカカカ    設計額等設計額等設計額等設計額等のののの積算積算積算積算についてについてについてについて    

設計額等の積算に当たっては、検算を厳格に行うととも

に、業者見積りを参考とする場合は、必ず２者以上から参

考見積りを徴取して、市場価格等を適正に見積額に反映さ

せ、不足額や多額な不用額を生じさせないこと。 

なお、市内業者により履行可能な業務は、市内業者から

見積りを徴取するよう配慮すること。 

キキキキ    条例条例条例条例、、、、規則及規則及規則及規則及びびびび要綱要綱要綱要綱のののの制定等制定等制定等制定等についてについてについてについて    

制度、施策及び補助金の見直しに係る条例、規則及び要

綱については、法令及び予算との整合を図る必要があるこ

とから、制定及び改廃に当たっては、予算見積もりに合わ

せて関係部課等と十分協議のうえ、早期に立案すること。 

クククク    予算要予算要予算要予算要求額求額求額求額のののの公表公表公表公表についてについてについてについて    

透明性の確保、説明責任を果たす観点から、引き続き予

算要求額の公表を実施するので、内容を十分に精査すること。 


